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第 70回 JJC テニストーナメント 募集要項 

ジャカルタ在住テニス愛好家の皆さんの交流を図るために､恒例のテニストーナメントを下記要領で開催いたします。

皆さん、お気軽にご参加下さい。 

1. 主催 JJC(ジャカルタジャパンクラブ) 

2. 期日 2018年 11月 3日（土）、4日（日）両日 7:00-17:00（最大 18:00 を予定） 

3. 会場 Klub Kelapa Gading 屋内 4面 屋外 2面 

4. 種目 

 種  目 対  象 レベル 

11/3 

(土) 

ジュニアシングルス A 

(旧中学生シングル)  

小学１～中学 3年生 初中級～ 初心：テニスのル

ール・マナー・試

合進行を理解

し、ゲームがスム

ーズに出来る方

なら OK です。 

ジュニアシングルス B 

(旧小学シングル) 

小学１～小学 6年生*補足 2 初心～ 

ジュニアダブルス A 小学 1～中学 3年生*4 初中級～ 

ジュニアダブルス B 小学 1～小学 6年生*補足 1 初心～ 

ジュニア低学年ダブルス 

(旧小学生低学年ダブルス) 

小学 1～小学 4年生*補足 1 初心～（グリ

ーンボール使

用） 

一般ミックスダブルス A 中学生以上*4 初中級～ 

一般ミックスダブルス B 中学生以上*5 初心～初級 

11/4 

（日） 

一般ダブルスＡ 中学生以上*4 初中級～ 

一般ダブルスＢ 中学生以上*5 初心～初級 

一般シニアダブルス 45歳以上*4*7  

一般女子ダブルス A 中学生以上*4 初中級～ 

一般女子ダブルス B 中学生以上*5 初級 

一般女子ダブルス C 中学生以上*5、6 初心 
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<参加資格・注意事項＞ 

1. 原則として、JJC個人部会員及びそのお子様方が対象の大会であり、いずれのクラスも１人は日本人（日本国籍を有すること）であ

ることとします。ただし JJC個人部会の非会員も Rp.50,000／人の追加支払で参加可能です。 

2. 同日の複数種目に参加を申し込むことはできません。 

3. ジュニア各カテゴリーにおいて参加者が 5名（シングルス）または 5組（ダブルス）に満たない場合、また、一般各カテゴリーにおいて

参加者が 6組に満たない場合、その種目は不成立となります。不成立時は、運営委員よりご連絡いたします。(その場合、他種目へ

の参加資格を満たされている方は、他種目への申込が可能。 他種目へ申込を希望されない方には、参加費をご返却致します。) 

4. 全カテゴリーにおいて、前回(第 69回)で優勝したペアーは、同一ペアーかつ同一カテゴリーで出場することができません。前々回(第

68回)以前での優勝者は同じペアーで参加可能とします。 

補足１) 前回大会のジュニアダブルス Bで優勝した方は、同一ペアーでのジュニアダブルス Bへの参加はできません。(ペアー解消し、

別ペアーでの再参加は可能。) 低学年ダブルスも同様。 

補足 2) 前回大会のシングル B優勝者は、シングル Bへの参加はできません。 

5. 前回大会にて一般 B・C にて優勝した方は、同一カテゴリー(一般 B・C)に参加できません。(ペアーを解消しても優勝者は同一カテゴ

リーに参加できません。) 

6. 一般 C には、過去の JJC ﾄｰﾅﾒﾝﾄに未出場か、同ﾄｰﾅﾒﾝﾄの一般 A・Bの本戦で未勝利の方のみが参加できます。 

7. 大会当日の満年齢を適用します。 

5. 参加費 

 ジュニア 一般 

JJC 個人部会 会員 150,000 ルピア／人 250,000 ルピア／人 

JJC 個人部会 非会員 200,000 ルピア／人 300,000 ルピア／人 

お弁当 50,000 ルピア／個(飲み物なし) 

 申込期限締切後、自然災害や大規模デモなどを含むいかなる理由においても申込者が試合に参加できなくなった場合、原則参加費

を返金できませんのでご容赦ください。 

 雨天並びに途中降雨により 1試合も実施されない場合においても、参加費の返金はできませんので重ねてご容赦ください。 

6. 試合形式 

参加申込 試合形式 表彰 成立カテゴリー 

1～4組 不成立 

5組 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 優勝・準優勝 

ジュニアシングルス A・B 

ジュニアダブルス A・B 

ジュニア低学年ダブルス 

6・７組 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 優勝・準優勝 

 一般、シニア 
8組以上 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 優勝・準優勝・3位・コンソレ優勝 

 各試合日の全試合終了後に表彰式を行います。ジュニアはジュニアカテゴリー全試合終了後に別途表彰式を行います。 

 初戦敗退者はコンソレーションのﾄｰﾅﾒﾝﾄに参加ができます。本戦のみ３位決定戦を行います。 

7. 試合方法 

 本戦：1 セットマッチ 6 ゲームオール 12 ポイントタイブレーク（セルフジャッジ） 

 ジュニア低学年ダブルス：6 ゲーム先取 

 コンソレーション：4 ゲーム先取 

※ジュニア種目のみ審判が付きます。 
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8. 使用球 

 本戦：ダンロップフォート（1試合 2球）、コンソレーション：セットボール（１試合 2球） 

 小学生低学年ダブルス：低反発球グリーンボール（1試合 2球） 

9. 申込方法 

 個人での申し込みに関しては、別紙申込用紙を下記問い合わせ先内メールアドレスへ PDF にて送付お

願いします。受領後、振込口座をご連絡いたします。 

 団体での申し込みに関しては、別紙の申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて、各団体取りまと

めの上、運営委員へお申し込みください。 

o 各テニスサークル（さくら、サンシャイン、スルタン、トラローン、ハイビスカス、PTC） 

o JJC ジュニアテニススクール窓口 

 参加希望でダブルスのペアーをﾄｰﾅﾒﾝﾄ委員に一任される方は、下記記載の問合わせ先にご連絡ください。 

 ジャカルタジャパンクラブ事務局（Wisma KEIAI 16th Floor）での申込受付は行っておりません

のでご注意ください。 

10. 申込締切 

 10月 5日（金）17:00 (ジャカルタ時間)厳守 

 試合が不成立となった種目の参加者で、種目の変更を希望せず、出場をキャンセルされる場合は、申込

書の所定の欄の「希望しない」に必ず v印を記載してください。 

11. 実施要項･ドローブック 

 実施要項及びドローブックは、10月上旬に、JJC ホームページ(http://www.jjc.or.id/)上に掲載され

ます。 

 エントリー時間やセルフジャッジルール他、大会ルールについて、事前に資料をご覧ください。 

 各種目のシードは前々回、前回の JJC テニストーナメントの成績（1位～4位）に基づき決定されます。 

 試合ドロー（組み合わせ）は、厳正なる抽選によって決定されます。 

o 一般シニアダブルス、一般ミックス A・B、一般ダブルス A・Bは、10月 14日（日）に開催される

ドロー会議時に、運営委員にて厳正なる抽選によりドローを決定します。 

o 上記以外のカテゴリーは、試合当日のエントリー時にくじ引きにてドローを決定します。 

12. 問い合わせ先 

 JJC ﾄｰﾅﾒﾝﾄ運営委員長 中城 健 

o Tel（携帯）0811-986-1000 / E-mail: jjctennistournament@gmail.com 

 JJC ジュニア窓口 

o E-mail: JJC.Jr.Tennis.Lesson@gmail.com 

問い合わせの際は、必ず件名に『ﾄｰﾅﾒﾝﾄの問い合わせ』とご記載ください。 

13. 注意・免責事項 

 大会運営側は、大会期間中における参加者、並びに随伴者に対する事故・怪我等の一切の損害について、

如何なる責任も負わないものとします。 

http://www.jjc.or.id/
mailto:jjctennistournament@gmail.com
mailto:JJC.Jr.Tennis.Lesson@gmail.com


4 

 

**日本では、テニスラケットによる他者への打撲による失明、審判台から落下による脳挫傷による死亡等事案が

現実に発生しております。参加者の皆様へはくれぐれも安全を心がけてプレーください。 

 お弁当は、大会運営側より第 3者へ取次発注いたします。大会運営側は、お弁当に起因する一切の損害

について、如何なる責任も負わないものとします。 

 試合進行上、開催種目、参加資格、試合方法等、変更になる場合もございます。予めご了承お願い致しま

す。 

 

14. 協賛 

 
PT. Super Wahana Tehno 様 

 
PT. Munchy Indonesia 様 

 
PT. Midi Utama Indonesia Tbk 様 

  
PT. Ichi Tan Indonesia 様 

 
PT. EMINA CHEESE INDONESIA 様 

 
 

PT. Summarecon Agung Tbk 様 
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第 70回 JJC テニストーナメント 申込用紙 

第 70回ＪＪＣテニストーナメント募集要項内容並びに免責事項を理解し、承諾し、下記申し込み致します。 

1.申込日 2018年＿＿＿月＿＿＿日  ※10月 5日 (金)17:00 締切厳守 

※2 日間出場される方は、申込用紙を 2 枚作成してください。 

2.種目 出場を希望する種目に○を付けてください。同日に複数の種目を申し込むことはできません。 

11月 3日（土） 11月 4日（日） 参加費 

 ジュニアシングルス A  一般ダブルス A *小学生・中学生 ： 

 ジュニアシングルス B  一般ダブルス B Rp.150,000/人(JJC 会員) 

 ジュニアダブルス A  一般女子ダブルス A Rp.200,000/人(JJC 非会員) 

 ジュニアダブルス B   一般女子ダブルス B *一般 ： 

 ジュニア低学年ダブルス  一般女子ダブルス C Rp.250,000/人(JJC 会員) 

 一般ミックスダブルス A  一般シニアダブルス Rp.300,000/人(JJC 非会員) 

 一般ミックスダブルス B   *お弁当 ： Rp.50,000/個 
 

カテゴリー不成立の場合、種目変更を  希望する   希望しない 
 

3.申込者 

 

 1.代表者 2.ペアー（ダブルスの場合） 

フリガナ   

氏名 

(小中学生は 

年齢記載要) 

                               年齢 (   )                                 年齢 (   ) 

JJC会員番号  非会員  非会員 

電話番号   

参加費 0,000 0,000 

お弁当 個 0,000 個 0,000 

小計 0,000 0,000 

合計（1+2） 0,000 
 

 

 

---------------------------------------- 切 り 取 り 線 ---------------------------------------- 

 

受領日 2018年     月     日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様 

領 収 書 

Rp.                 0,000 

上記の金額を第 70回 JJC テニストーナメント参加費として確かに受領しました。 ＿＿＿＿＿＿＿＿（JJC テニス部） 


